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＊感染症の拡大防止のため、中止または変更になる場合があります。また、マスクを着用するなどの基本的な感染症対策を徹底してください
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市の広報映像
ホームページで配信中

　市では、広報映像を市ホームページで
配信しています。
　スマートフォンからも視聴できますの
で利用してください。
◦なりた知っ得情報…市からのお知らせ

や催し物、生活に役立つ情報、市役所
の業務などを紹介

◦ビデオルポなりた…毎年度を前期と後
期に分けて、市内で行われたイベント
や式典などを記録

◦市長ビデオメッセージ…市長から皆さ
んへのメッセージ
URL＝https://www.ci 

ty.narita.chiba.jp/sh 
isei/page028200.h 
tml

※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

物し催

ふれあいコンサート
優雅な昼のひとときを

日時＝10月28日㈭ 午後0時10分～0時
50分
会場＝市役所6階大会議室
内容＝R

ル ー ジ ュ
OUGEによるシャンソンコンサー

ト
定員＝70人（先着順）
入場料＝無料
※申し込みは10月7日㈭から文化国際課
（☎20-1534）へ。

全日本障がい者立位テニス選手権大会
トップレベルのラリーを観戦

　立位テニスとは、肢体障がいのある人
が車いすを使用せず、立って行う競技で
す。日本トップレベルの白熱したラリー
を間近で観戦しませんか。
日時＝10月24日㈰（予備日31日㈰） 午

前10時30分から
会場＝中台運動公園テニスコート
入場料＝無料
※くわしくは日本障がい者立位テニス協

会・柴谷さん（☎090-3918-5148 E
メールinfo@jastatennis.com）へ。

ぐるなりスタンプラリー
みんなで成田を元気に

　航空券や食事券、映画鑑賞券などの豪
華賞品が当たる、地域最大級のスタンプ
ラリーが開催されます。また「成田地域
の魅力を発見しよう!」をテーマにした、
ぐるなり写真選手権も12月5日㈰まで
応募を受け付けています。
期間＝10月10日㈰～12月5日㈰
応募方法＝市内を中心に約700店ある

参加店を3店回り、スタンプを3つ集
める（500円以上でスタンプ1つ）

※くわしくは成田空港通り活性化協議会
事務局（ぴーぽっぷ成田店・☎20-23 
45 ホームページhttp://www.gurun 
ari.com）へ。

橋本大輝選手・並木月海選手写真展
オリンピックの感動を共有しよう

　東京オリンピックでメダルを獲得し
た、本市出身の橋本大輝選手（体操競技）
と並木月

つ き み
海選手（ボクシング）の活躍を祝

い、写真展を開催します。
日時＝①10月2日㈯～17日㈰ 午前10

時～午後6時（17日は午後3時まで）②
11月11日㈭〜18日㈭ 午前8時30分
〜午後5時15分
会場＝①スカイタウンギャラリー②市役

所1階ロビー
橋本大輝選手〜出身地写真展
日時＝10月20日㈬～31日㈰ 午前9時

～午後5時
会場＝下総公民館
並木月海選手〜出身地写真展
日時＝10月20日㈬～31日㈰ 午前9時

～午後9時
会場＝三里塚コミュニティセンター
※入場は無料です。鑑賞を希望する人は

当日直接会場へ。各会場の休館日に注
意してください。くわしくはスポーツ
振興課（オリンピック・パラリンピッ
ク推進室・☎20-1584）へ。

サイン入り写真ボードなどを展示

色文字は、騒防法第一種区域（基準値：�
Lden62デシベル以上）に設置された測定局
を示します。

※�航空機騒音評価指標のLdenは、時間帯補正
等価騒音レベルのことで、航空機騒音をエネ
ルギーとして加算し、夕方や夜間の値には重
み付けを行います。この数値は速報値です。
旧指標であるWECPNLの速報値は、市ホー
ムページ（https://www.city.narita.chiba.
jp/environment/page096100.html）に掲
載しています。くわしくは空港対策課（☎20-
1521）へ。

令和3年8月分（単位：デシベル）
測定局 �Lden

竜台 49.8

北羽鳥 54.5

北羽鳥北部 51.6

長沼 52.8

押畑 43.0

下金山 45.1

馬場 47.5

遠山小 52.9

本三里塚 54.6

三里塚小 56.8

御料牧場
記念館 52.3

三里塚
グラウンド 60.5

本城 53.5

南三里塚 56.9

測定局 �Lden

磯部 53.4

水掛 48.9

荒海 60.0

荒海橋本 60.8

飯岡 54.7

久住小 51.1

芦田（NAA）52.8

芦田 59.4

大生 55.5

赤荻 54.6

西和泉 62.5

東和泉 53.1

野毛平 54.8

野毛平
工業団地 53.2

堀之内 49.8

測定局 �Lden

猿山 39.3

滑川 50.0

新川 51.4

西大須賀 54.9

四谷 53.1

高倉 58.2

幡谷 48.9

内宿 43.5

土室（県） 61.4

土室（NAA）47.0

成毛 48.3

大室 49.9

大室（NAA）49.5

新田（NAA）48.1

新田 50.6

図書館本館・公津の杜分館は火～金曜
日は午前9時30分～午後7時（本館2階
は午後5時15分まで）、土・日曜日は午
後5時まで開館しています。

今�月の図書館休館日＝4日㈪・11日㈪・18
日㈪～22日㈮（蔵書点検）・25日㈪・29
日㈮（館内整理日）

図書館

会場＝市立図書館本館
◦10月9日㈯＝「用心棒」
　1961年・日本
◦10月31日㈰＝「あなたを抱きしめる日ま

で」
　2013年・イギリス・アメリカ・フラン

ス・吹替
※上映は午後2時から（午後1時から先着順

で整理券を配布）、定員は各46人、入場
は無料です。くわしくは市立図書館（☎
27-2000）へ。

映画会

航空機騒音測定結果
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ナイトヨガ入門教室
女性のための

日時＝11月17日㈬・24日㈬、12月1日
㈬・8日㈬（全4回） 午後7時～8時30
分
会場＝中央公民館
内容＝ヨガの基礎や呼吸法を学ぶ
対象＝市内在住・在勤・在学の18歳以

上の女性
定員＝20人（応募者多数は初めての人を

優先に抽選）
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、タオル、ヨ

ガマットまたはバスタオル、飲み物
申込方法＝10月20日㈬までに、はがき

またはEメールで住所・氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号・教室名を中央
公民館（〒286-0017 赤坂1-1-3 Eメー
ルkominkan@city.narita.chiba.jp）
へ

※くわしくは同館（☎27-5911、第1月
曜日・祝日は休館）へ。

スタインウェイを弾いてみよう
夢のピアノで演奏を

　文化芸術センターの本格的なホールで
スタインウェイのピアノを弾いてみませ
んか。
期間＝10月20日㈬～24日㈰
時間＝午前9時30分～10時30分、午前

11時～正午、午後1時～2時、午後2
時30分～3時30分、午後4時～5時
会場＝スカイタウンホール
対象＝市内在住の小学生以上（小学生は

保護者同伴）
定員＝各1人（先着順）
参加費（1回当たり）＝1,000円
※ピアノ以外の楽器の演奏はできません。

申し込みは10月6日㈬から文化芸術セ
ンター（☎20-1133、月曜日は休館）へ。

高等工科学校生徒
陸上自衛官を養成

応募資格＝中卒（見込みを含む）で17歳
未満の男子（推薦の場合は校長の推薦
が必要）
申込期間＝11月1日㈪～1月14日㈮（推

薦は12月3日㈮まで）
※くわしくは自衛隊成田地域事務所（☎

22-6275）へ。

駅からハイキング
市内を歩いて健康づくり

　成田山新勝寺や根木名川遊歩道などを
巡る6kmのコースを約3時間かけて歩
きます。また、23日・24日は体力測定
で健康チェックができます。楽しく市内
を歩いて健康づくりをしませんか。
　なお、成田山表参道の協力店舗でコー
スマップを見せると割引や粗品の進呈を
受けられます。
日時＝10月23日㈯～25日㈪ 午前9時30

分～午後4時（受け付けは午前11時20
分まで）
集合場所＝成田市観光案内所前
※参加費は無料です。参加を希望する人

は当日直接集合場所へ。くわしくは千
葉県老人クラブ連合会（☎043-242-
4904）またはJR東日本ホームページ（h 
ttps://www.jreast.co.jp/ekihai）へ。

ら知お せi

NARITA Enjoy Morning
ベイエフエムで放送中

　ベイエフエム（78MHz）で2分間の市
の広報番組「NARITA Enjoy Morning」
を放送しています。
　インターネットストリーミングによる放
送「r

ラ ジ コ
adiko」（https://radiko.jp）でも聴く

ことができます。スマートフォンで聴く
場合は、下の二次元バーコードからra 
dikoのホームページにアクセスし、アプ
リをダウンロードしてくだ
さい。
放送日時＝火曜日 午前8

時57分～8時59分
※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。

児童ホーム
入所申請書類を配布

　4月から児童ホームに入所を希望する
児童を対象に申請書を配布しています。
対象＝市内在住で小学校に通っていて、

保護者が仕事や病気などにより保育で
きない家庭の児童
受付期間＝11月8日㈪～12日㈮
受付場所＝市役所2階202会議室
配布書類＝入所案内、入所申請書、就労

証明書など
配布場所＝保育課（市役所2階）、各児童

ホーム、市ホームページ（https://ww 
w.city.narita.chiba.jp/kosodate/p 
age141500.html）

※くわしくは同課（☎20-1607）へ。

市立図書館
休館します

　10月18日㈪～22日㈮は蔵書点検の
ため、図書館本館・公津の杜分館・公民
館図書室は休館します。ブックポストも
利用できませんので注意してください。
※くわしくは市立図書館（☎27-2000）へ。

2022年版県民手帳
10月から販売

価格＝500円（税込み）
販売店＝未来屋書店（成田店・ボンベル

タ成田店）、ブックエース成田赤坂店、
くまざわ書店公津店、ケーヨーデイ
ツー成田店、セブン-イレブン（一部の
店舗）、ヤックスドラッグ三里塚店、
生活彩家国際医療福祉大学成田病院店

※取り扱う時期は各店舗で異なります。
くわしくは県統計協会（☎043-223-
2217）へ。

広報なりたの配布
駅や郵便局でも

　市では、広報なりたを新聞折り込みで
配布するほか、市内の各施設や郵便局な
どでも配布しています。
配布場所＝行政資料室（市役所1階）、下

総・大栄支所、保健福祉館、各公民館、
市立図書館、そのほか市が所管する施
設、JR成田駅、京成成田・公津の杜駅、
各郵便局など

※くわしくは広報課（☎20-1503）へ。
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スマートフォンで読む「広報なりた」
専用アプリを無料でダウンロードできます。
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後期技能検定試験
職種に合わせて選べる

　技能検定は、労働者が持つ技能の習得
レベルを評価する国家検定制度です。
49職種61作業から自分の職種に合わせ
て受検できます。
試験日＝12月3日㈮～2月13日㈰のう

ち指定された日
受検資格＝所定の実務経験がある人
受付期間＝10月4日㈪～15日㈮
※くわしくは千葉県職業能力開発協会（☎

043-296-1150）または同協会ホーム
ページ（http://www.chivada.or.jp）
へ。

0・1歳のおはなしかい
えほんとあそぼう

　図書館司書による絵本の紹介も行いま
す。親子で参加して子どもにぴったりの
本を一緒に探しませんか。
日時＝10月15日㈮ 午前11時～11時30

分
会場＝市立図書館本館
対象＝市内在住の0・1歳児と保護者
定員＝5組（初めての人を優先に先着順）
参加費＝無料
持ち物＝薄手のハンカチ
申込方法＝市立図書館（☎27-2000）ま

たは同館ホームページ（https://ww 
w.library.city.narita.lg.jp）へ

※くわしくは同館へ。

一般事務員
保育課で

応募資格＝パソコン操作ができる人
募集人員＝1人
業務内容＝データ入力、書類整理など
勤務期間＝11月1日～3月31日
勤務日時＝週5日（土・日曜日、祝日を除

く） 午前9時～午後5時
勤務場所＝保育課（市役所2階）
時給＝960円～990円（金額は職務経験

年数に応じて決定。社会・雇用保険加
入）
応募方法＝10月8日㈮（当日消印有効）ま

でに、写真を貼った履歴書を直接また
は郵送で保育課（〒286-8585 花崎町
760）へ。後日、面接日を通知します

※くわしくは同課（☎20-1607）へ。

グランドピアノの一般開放
市役所ロビーで演奏を

日時＝11月4日㈭・9日㈫・15日㈪・26
日㈮、12月8日㈬・17日㈮・23日㈭・
27日㈪ 正午～午後1時
会場＝市役所1階ロビー
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝各1組（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは各開催日の前月の1日から

文化国際課（☎20-1534）へ。

エアーソフトガン射撃練習会
安全に楽しめる

日時＝毎週金曜日 午後6時～8時
会場＝加良部公民館
内容＝電子標的を使って射撃の練習を行

う
対象と参加費＝小学生以上・無料
持ち物＝保護眼鏡
※申し込みは市ライフル射撃協会・茅場

さん（☎090-3003-7864）へ。

市民ペタンク大会
初めての人も歓迎

日時＝11月13日㈯ 午前8時30分から
会場＝大谷津運動公園多目的広場
競技方法＝ダブルス（1人での参加も可）
参加費（1人当たり）＝500円（保険料な

ど）
持ち物＝運動靴、タオル、飲み物、昼食、

ボール（貸し出しあり）
※初心者教室も開催されます。申し込み

は10月29日㈮までに市レクリエーショ
ン協会事務局（スポーツ振興課・☎20-
1584）へ。

ハロウィン in KOZU
ファッションショーを開催

　音楽や照明に合わせてランウェイを歩
きます。お気に入りの仮装をして参加し
てみませんか。
日時＝10月24日㈰ 午後2時30分～3時
会場＝もりんぴあこうづ
対象＝5歳以上の人（4歳以下は応相談）
定員＝20人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝仮装の衣装、ふた付きの飲み物
※申し込みは同館（☎27-5252）へ。

「死者の日」を祝おう
メキシコの文化を学ぶ

　メキシコでは11月1日から2日間にわ
たり「死者の日」を祝う盛大な祭りが行わ
れます。
　Web会議サービス「Zoom」または
フェイスブックを使って、自宅で祭りの
雰囲気を味わってみませんか。
日時＝11月3日（水・祝） 午前11時～正

午
参加費＝無料
申込方法＝電話またはEメールで氏名・

電話番号を成田ヒスパニックサーク
ル・井上さん（☎28-7880 Eメールm 
aesilvia@gmail.com）へ

※くわしくは同サークルへ。

市民交流大会
バスケットボール

日時＝12月11日㈯・12日㈰ 午前9時
から
会場＝市体育館
競技方法＝トーナメント戦またはリーグ

戦
対象＝市内在住・在勤・在学の高校生以

上のチーム（要メンバー登録）
定員＝30チーム（応募者多数は抽選）
参加費（1チーム当たり）＝5,000円（施

設利用料など）
申込方法＝10月31日㈰までに市バス

ケットボール協会ホームページ（http: 
//basketnrt.web.fc2.com）から申し
込む

※くわしくは同協会・宮本さん（☎080-
5475-1188）へ。

さんりづかキッズ音楽隊
ミュージックベルなどで演奏

　ミュージックベルなどを練習して、12
月5日㈰のクリスマスファミリーコン
サートで発表します。
日時＝11月6日㈯・20日㈯・27日㈯、12

月4日㈯（全4回） 午前10時～11時30分
会場＝三里塚コミュニティセンター
対象＝5歳～小学生
定員＝10人（先着順）
参加費＝無料
※申し込みは同センター（☎40-4880、

月曜日は休館）へ。
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リサイクル製品の販売
掘り出し物を見つけよう

日時＝10月14日㈭～17日㈰ 午前9時～
午後4時
会場＝リサイクルプラザ
リサイクル製品＝自転車、家具類
価格（1点当たり）＝5,000円以内
対象＝市内在住で品物を持ち帰ることが

できる人（希望者には建物1階までの
運送を有料で行います）
申込方法＝運転免許証などの本人確認が

できる物を持って、リサイクルプラザ
にある申込用紙を提出
抽選日＝10月19日㈫（当選者にはがき

で通知）
※マスクを着用していない人は入場でき

ません。混雑の状況によっては入場を
制限する場合があります。申し込みの
なかった品物は19日の午後1時から
即売します。くわしくはリサイクルプ
ラザ（☎36-1000）へ。

パークゴルフ初心者研修会
始めてみよう

日時＝11月1日㈪ 午前9時から（雨天決
行）
会場＝十余三パークゴルフ場
対象＝未経験者
定員＝20人（先着順）
参加費＝1,000円（昼食代など）
申込方法＝10月24日㈰まで（月曜日を

除く）に参加費を持って十余三パーク
ゴルフ場または久住パークゴルフ場へ

※くわしくは市レクリエーション協会事務
局（スポーツ振興課・☎20-1584）へ。

大栄幼稚園
令和4年度の園児募集

入園資格＝市に住民記録がある3～5歳
児（平成28年4月2日～31年4月1日生
まれ）
願書配布期間＝10月25日㈪～29日㈮
願書配布場所＝大栄幼稚園、保育課（市

役所2階）、下総・大栄支所
願書受付日と対象
◦11月9日㈫・10日㈬…3歳児
◦11月11日㈭…4・5歳児
申込方法＝願書受付日の午前9時～11

時30分、午後1時～4時に直接大栄幼
稚園へ（申込時に親子面接を実施）
体験入園（保護者同伴）
日時＝1月20日㈭ 午前9時30分～11時
対象＝令和4年度入園希望者
持ち物＝上履き
申込方法＝1月19日㈬までに同園（☎7 

3-8005）へ
※くわしくは同園へ。

募 集

令和4年度入園の園児を募集します。くわしくは各幼稚園へ。
幼稚園名・所在地・

電話番号
募集人数 願書配布 願書の受け付けと面接 入園説明会3年保育 2年保育 1年保育

成田幼稚園
上町633-2
☎22-0059

100人 50人 50人 10月15日㈮～29日㈮（土・日曜日を除く）
午前9時～午後5時

11月1日㈪ 午前9時～午後2時
（満3歳児クラスは要相談）

10月16日㈯ 午前10時～11時
見学は随時（要電話予約）

三里塚幼稚園
三里塚御料1-674
☎35-0139

15人 15人 15人 10月15日㈮から（土・日曜日を除く）
午前9時～午後4時

11月1日㈪ 午前9時～午後4時
面接日は後日通知

10月20日㈬ 午前10時～11時
見学は随時（要電話予約）

はぼたん幼稚園
加良部1-11
☎28-1234

120人 50人 20人 10月15日㈮～29日㈮（土・日曜日を除く）
午前9時～午後4時（16日は正午まで）

11月1日㈪ 午前9時～午後2時
面接の予約は願書配布時

10月16日㈯ 午前10時～11時
説明会後、未就園児対象の運
動会を実施

聖徳大学附属成田幼稚園
中台3-8
☎26-3371

50人 若干名 若干名 10月15日㈮から（土・日曜日を除く）
午前9時～午後4時

11月1日㈪ 午前9時～午後4時
（予約制） 10月12日㈫ 午後3時から

くすのき幼稚園
船形828
☎26-6688

90人 20人 若干名 10月15日㈮～22日㈮（土・日曜日を除く）
午前9時～午後4時 11月1日㈪ 午前9時から（予約制）10月16日㈯ 午前10時から

はしが台幼稚園
橋賀台3-5
☎26-5661

60人 30人 若干名 10月15日㈮～29日㈮（土・日曜日を除く）
午前9時～午後4時

11月1日㈪ 午前9時～午後2時
面接の予約は願書配布時

10月16日㈯ 午前9時20分～10
時10分、11時～11時50分、定
員は各15組（先着順）
見学会を実施（要電話予約）

はくと幼稚園
吾妻3-51
☎26-2331

35人 若干名 若干名 10月15日㈮から（土・日曜日を除く）
午前9時～午後5時

11月1日㈪ 午前9時～午後2時
11月2日㈫以降は随時（土・日曜
日、祝日を除く）（要電話予約）

10月16日㈯ 午前10時～11時
見学は随時（要電話予約）

玉造幼稚園
玉造1-3-1
☎28-3131 

30人 若干名 若干名 10月15日㈮から（土・日曜日を除く）
午前9時～午後4時 11月1日㈪ 午前9時から（予約制）

10月16日㈯ 午前9時～10時、10
時45分～11時45分（要電話予約）
見学は随時（要電話予約）

公津の杜幼稚園
公津の杜4-7-1
☎27-6699

60人 30人 30人 10月15日㈮から（土・日曜日を除く）
午前9時～午後4時

11月1日㈪ 午前8時30分から
面接の予約は願書配布時 説明・見学は随時（要電話予約）

私立幼稚園　園児募集●の


